
コンセプトの実現／エピソード

宮崎の郷土料理で我が家の夏の定番メニューです。 子供たちが部活動をし
ていて、休日、家族全員で試合の応援に行って遅く帰宅しても、味噌玉さえ
作って冷凍しておけばすぐに用意することもできるし、疲れて食欲がないと
きでもさらりとのどを通るメニューです。練習後や試合終わりにぜひ食べて
もらいたいです。アスリートの方にもきっと気に入ってもらえると思います。
日本が世界に誇る発酵食品、味噌を使った料理でもあるので、ぜひ世界中の
人に食べていただきたいです。

調理時のひと工夫

宮崎の郷土料理、定番の冷や汁に木綿豆腐、錦糸卵、青じそを加え、見た目も
よくたんぱく質も豊富に取れるようにしました。 生節を水につけておいて、煮
てお出汁を取ります。出汁を取ったあとの生節と煎ったごま、少し焼いた味噌
をフードプロセッサーにかけます。(この味噌玉は、沢山作って１回分ずつに分
けて冷凍しておけば日持ちするので重宝します)この味噌玉を最初に取った出汁
でのばしていきます。 冷蔵庫で冷たく冷やして、薄くスライスしたきゅうりと
手で崩した豆腐をいれます。これを炊き立ての麦入りご飯にかけて錦糸卵と千
切りにした青じそを上にトッピングして出来上がりです。 炭水化物、たんぱく
質、ビタミンが一品で取れる、暑い時でも疲れて食欲がないときでもさらりと
食べられるメニューです。

暑さも疲れも吹っ飛ぶ！
栄養満点!!冷や汁 一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

マラソン選手の設楽悠太さんに食べていただきたいです。 東京2020オリン
ピックでは、暑い中走って、ゴールでは倒れ込むぐらいの競技なので本当に大
変だと思いますが、そのあとに食べるのにとても最適な料理だと思います。炭
水化物もたんぱく質も一緒に取れるので疲労回復にもよいし、のどを通りやす
いです。

アスリートへの応援メッセージ

栄養満点!!冷や汁を食べて、暑い日本でのオリンピックを頑張って欲しいと
思います。 皆さんの活躍を応援しています!!

瀬戸口 祐美子さん 作品



コンセプトの実現／エピソード

日本のお正月の伝統であるおせち料理の一つのなますをさらに発展させ、五
色なますとして五輪にかけたいと思います。 世界中のアスリートの皆さん
に日本の食文化を提供したいと思います。 また、母国の漬け物やピクルス
に似た和風版の味にホッと和ませることができたらと思ってます。

調理時のひと工夫

おせちの紅白なます(大根、人参)に、レンコンの薄切り、茹でたいかの細切
り、さらに、日本の味である柚子の皮の千切りを加え、柚子の香りのする、上
品な酢のものです。 色彩的にも紅白に黄色があり、食卓が華やかで明るくなり
ます。

五輪なます
一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

瀬戸大也 私自身が水泳をやっていましたので、興味があります。お酢は身体を
整えたり、パワーをつけます。 また、池江璃花子選手の回復、復帰も祈ってい
ます。

アスリートへの応援メッセージ

母国の漬け物やピクルスのような味のなますを食して頂き、母国を思い出し
ながらも、そのお酢のパワーで精一杯自分の力を発揮して欲しいです！

中島 純子さん 作品



コンセプトの実現／エピソード

鶏飯は奄美地方の郷土料理ですが、私のお店で毎年夏に提供しています。
初めて食べるというお客様も多いのですが、「あっさりしていておいしい」、
「夏バテで食欲がなく、何日もまともにご飯を食べていなかったが、これな
ら食べられる」と何人もの方に言っていただきました。常連さんの中には
「これを食べないと夏を越せない！」と毎年欠かさず食べに来られる方もい
ます。 アスリートの方の中には猛暑の中の練習やオリンピックという緊張
感で食欲のわかない方、脂肪を抑えて良質なたんぱく質や糖質を取りたい方
も多いと思います。この料理は消化も良いので試合前でも試合後にも安心し
て食べていただけます。また、外国の方にもぜひ一度召し上がって、日本文
化を感じながらコンディションを整えていただきたいです。

調理時のひと工夫

圧力なべで鶏肉のスープを取るのでパサつきません。 塩と酒だけで調味した透
き通ったスープ。 細かく裂いて食べやすくした鶏肉、錦糸卵、しいたけ、人参
とねぎで彩りよく仕上げました。 たっぷりの海苔がおいしいポイントです。 途
中でキムチを加えれば、味が変わってあきずにいただけます。

夏を乗り切る！鶏飯(けいはん)

一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

体操の内村航平選手！その筋肉に鶏むね肉のタンパク質を届けたいです。 クラ
イミングの野口選手。東京オリンピックを最後に引退だそうですが、簡単に作
れるのでこれを覚えて、食べるたびに思い出してほしいです。 また、栄養管理
が苦手な若い選手たちにできれば作り方も覚えてほしいです。

アスリートへの応援メッセージ

食欲があってもなくても、夏はけいはん！

川西 絵里子さん 作品



コンセプトの実現／エピソード

子供の頃から食べてきた栄養満点の餃子。夏野菜と一緒に日の丸カラーのホ
ワイトソースとトマトソースを上からかけて、カルシウム豊富なチーズも
たっぷりのせて、仕上げにジェノベーゼソースをかけて出来上がり。餃子を
グラタンにして一緒に食べちゃおう♪

調理時のひと工夫

付け合わせにはカロチン豊富な人参、ビタミンC豊富なブロッコリーに加えて、
日本でもお馴染み夏野菜のナス、オクラもチョイス。エネルギー源のポテトも
添えて、見た目にも食べ応えも大満足な一品です。

栄養満点！餃子グラタン
一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

卓球:伊藤美誠選手 若くて食べ盛りの伊藤選手に野菜、餃子、グラタンを一緒
にたっぷり食べられるこちらの料理を食べて、元気いっぱいに試合に臨んでい
ただきたいと思います。

アスリートへの応援メッセージ

世界のアスリートの皆様、日本のアスリートの皆様に「栄養満点！餃子グラ
タン」を食べて全力を尽くして頑張っていただきたいと思います！

秋澤 理江子さん 作品



コンセプトの実現／エピソード

おにぎりは日本人の心の食べ物であり、運動選手はおにぎりが大好きです。
さて、全国どこのおにぎりも特徴があっておいしいですが、東北・宮城県は
米どころであり、美味しいお米がたくさんあります。加えて食材の宝庫にな
ります。そこで東北ならではの「運動選手向けのおにぎり」をと、セリとか
つお節を具に加えました。ゲン担ぎになっていて、セリ＋かつお節＝競り勝
つです。また疲れている時でも手が出るように、味付けは日本人に親しまれ
ている醤油＋かつお節ベースと、味噌＋かつお節ベースの2種類を考えてい
ます。地産地消のイメージとしてセリは宮城県名取産、かつお節は宮城県石
巻産、味噌は仙台味噌です。色々な国の選手が選手村を訪れると思いますが、
ALL東北を象徴したようなこの縁起の良いおにぎりを食べて、試合ではベス
トを尽くし、来日の中では元気な東北を感じてもらえればと思います。

調理時のひと工夫

このおにぎりには語呂合わせの意味もありましたが、栄養学的にも意味があり
ます。解説すると、食材のたんぱく質の「質」を表す考え方の一つにアミノ酸
スコアがあります。動物性食品はアミノ酸スコアが100であり、質の良いたん
ぱく質を含む食材と考えられています。おにぎり1個が80-100ｇとすると、白
米だけのおにぎりはアミノ酸スコア74であり余り高くありません。しかしここ
におにぎり1個当たりかつお節を1ｇ以上加えると、アミノ酸スコアが100以上
になり、植物性のおにぎりを召し上がったにも関わらず動物性食品に匹敵する
質の良いたんぱく質が摂れたことになります。またセリは付け合わせで無く、
生薬として食欲増進の作用がある事も知られています。疲れている時は食べる
元気が出ないものですが、運動後の疲労回復時間（ゴールデンタイム）にこそ、
翌日の勝利を願って１つ２つと召し上がっていただきたいです。

競り勝つおにぎり
－栄誉と栄養をあなたに♪－

一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

宮城県では男女サッカーの一部が行われ、宮城でも準々決勝まで行われます。
まずはサッカー選手に、この元気が詰まったこのおにぎりを召し上がっていた
だきたいと思います。そして準々決勝が宮城会場だった場合、改めて宮城を楽
しんでもらいたいと思います。また他競技の国内外の選手にも選手村でこのお
にぎりを召し上がっていただき、元気な東北を感じてもらい、いつか東北を訪
れるきっかけになればと思います。

アスリートへの応援メッセージ

全ての選手がベストを尽くして頑張ってもらいたいと思います。日本は東京
は良いところです。ALL日本を楽しんでください。

川俣 幸一さん 作品



コンセプトの実現／エピソード

ビタミンB1を多く含む食品に「豚肉」があります。 乳酸をスムーズに排出
するためにビタミンB1の働きは重要です。ただ疲労回復に効果があるから、
と豚肉を多量に食べるのは逆効果です。たくさん食べると今度は“ピルビン
酸”という疲れの元となる物質が増えて、体内に乳酸が貯まりやすくなって
しまいます。この問題を解決してくれるのが「クエン酸」です。 それを補
うために「梅」と「らっきょう」を加えました。 豚肉とクエン酸は疲労回
復に欠かせない組み合わせです。このお料理は疲労回復を考えたお料理に
なっています。 また「オクラ」「長芋」のネバネバ食品はタンパク質の消
化・吸収の働きを向上させます。体を構成するたんぱく質の吸収を助けるこ
とで、疲労回復効果が高まり、結果、夏バテ防止に良いといわれています。
ちょうど夏に開催される東京２０２０の時期はオクラが収穫できるので旬の
食材とも言えます。 東京のブランド豚「東京Ｘ」や東北の食材である「長
芋」を組み合わせています。

調理時のひと工夫

今回の料理は豚のスライス肉に梅肉を塗り、オクラと長芋で豚肉を巻き、甘辛
いラッキョウ入りのソースでからめたお料理です。 簡単にレシピを紹介させて
ください。 ＜材料＞ オクラ ８本 長芋 ８０ｇ 豚肉（スライス ロース
肉） １２０ｇ ８枚 梅 ２個 みりん 小さじ２ ソース（醤油大さじ２・
みりん大さじ１・オイスターソース大さじ１・ラッキョウ５粒・ラッキョウの
汁大さじ１ 水 大さじ１） １． オクラを茹でて冷水で冷やします。 ２． 豚
肉にたたいた梅とみりんを混ぜたものを塗ります・ ３． ２にオクラと切った長
芋を巻きます。 ４． フライパンで焼きソースを加えて最後に刻んだラッキョウ
を加えます。 ラッキョウをソースに加えたのがポイントです。 ラッキョウのク
エン酸による栄養効果ももちろんポイントですが、カリカリした食感とソース
にラッキョウの汁を加えました。 捨てがちなラッキョウの汁もソースに加えれ
ば、立派なたれになります。 甘辛いタレに酸味を加えたことで食欲増進につな
がり、疲労回復の助けになればいいと思いました。

疲労回復！未来に輝く
オクラと長芋の豚巻き

一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

バスケットの八村塁選手です。 私の住む富山県出身の選手で今注目の選手の一
人です。 富山にもブランド豚の黒部名水ポークや富山市細入のラッキョウなど
があります。 地元のみんなも応援している選手ですし、懐かしんでもらえると
うれしいです。

アスリートへの応援メッセージ

オクラを切ると星形になります。 出場されているみなさんは、私たちの希
望の星です。 その星がさらに輝けるように全力で頑張ってほしいです。

犬島 亜矢乃さん 作品



コンセプトの実現／エピソード

ガッツリ食べられる競技種目の選手にも女子体操等体重制限のある選手にも
体の栄養のみならず、心の栄養となるようなほんのりと甘いデザートで、日
本の夏のフルーツの桃を味わってほしい。 また、2011年の東日本大震災で
打撃を受けた東北産の桃を使うことで被災地を応援したい。

調理時のひと工夫

① 鍋に桃もしくは桃入りのミックスジュース、砂糖、ゼラチンを入れて混ぜ合
わせ、沸騰する前に火を消します。 ② 生クリーム、牛乳、卵をボールに入れて
混ぜ合わせ、①へ入れます。 ③ 型に東北産（福島県産）の一口サイズに切った
生の桃もしくは缶詰めの桃を入れ、粗熱の取れた②をレードルで入れ、冷蔵庫
で冷やします。

ガンバレ プルルン ピーチムース
一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

どの選手にも日本の被災地が頑張っていることを知っていただきたいのでデ
ザートとして楽しんでほしいのですが、競技が始まるまで厳しい食事制限のあ
る体操等の女性アスリートに特に食べてほしいです。

アスリートへの応援メッセージ

半世紀ぶりの東京オリンピック開催。日本の暑い夏に世界からのアスリート
が集い、皆さんの最高の競技が披露されることを心から願っています。

アザラシーズさん 作品



コンセプトの実現／エピソード

新潟の郷土料理のひとつである『のっぺい汁』。お祝いや人が集まる席で出
されることが多い具だくさんの汁ものに、鶏胸肉を加え東京2020バージョ
ンにアレンジしました。 日本特有の『だし』のうま味を世界中のアスリー
トに味わってもらい、ほっこりリラックスしてもらいたいです。

調理時のひと工夫

消化の良い里芋を中心とした、れんこんや人参などの根菜類にかまぼこなど数
種類の練りものを加えて彩り華やかに。豆腐、なめこ、こんにゃく、さらに鶏
胸肉を加え、アスリートに必要なタンパク質を補いました。 ひと口サイズに具
材を切り揃え、白だし、醤油、塩で味を整え、最後に片栗粉で軽くとろみをつ
けたら完成です。 具だくさんでも食べやすい一品です。

ほっこりのっぺい汁
東京2020バージョン

一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

競泳の瀬戸大也選手 同世代の息子が子供の時に頑張っていた水泳。個人メド
レーという種目も一緒なのでいつも特別な想いで瀬戸選手のレースを応援して
います。 消化吸収のよいのっぺい汁を食べて、心も身体も万全な状態で興奮す
るレースを家族で応援したいと思います。

アスリートへの応援メッセージ

オリンピック、パラリンピックはスポーツ、そして平和の祭典です。 2020
年東京オリンピック、パラリンピックの開催が決まってから、何かしらの形
で携わることが出来たらという想いで応募しました。全てのアスリートが全
力で競い合い、食を通して世界中の人々の平和の輪が広がっていくことを
願って楽しみにしています。

田中 雪江さん 作品



コンセプトの実現／エピソード

おかずの食材には取り入れにくい、栄養たっぷりの牛乳を使った我が家の定
番メニュー。牛乳の匂いが苦手な私でも牛乳を感じることなく美味しく食べ
て、日々健康！ なめらか食感で疲れた体を癒して欲しい。

調理時のひと工夫

たんぱく質とカルシウム豊富な牛乳に和の味の決めてとなる練りごま（白ｏｒ
黒）と、塩と砂糖各一つまみで味を調え、コーンスターチを入れて火にかけて
混ぜ、型に流して冷やし固めて完成。最後にわさびとめんつゆの素をかけてよ
り和をUP！ 大量調理にも向いています。

牛乳の栄養たっぷり！
日本の和を味わえる
「なめらかごま豆腐」

一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

海外選手の方に、日本の暑い夏にピリッとスッキリ出来るわさびになめらかな
和の味で疲れを癒して欲しい。

赤坂 絵美さん 作品



コンセプトの実現／エピソード

日本の伝統食材である高野豆腐を、暑い時期にも食欲が湧くようなスパイス
を効かせた一品に仕上げました。 カレー味は、多くの人たちに受け入れら
れやすく、低カロリーで植物性たんぱく質の塊でもある高野豆腐は、きっと
アスリートの力になってくれると思います。 世界中から人が集まるオリン
ピック、宗教などの理由から食の制限がある方々も少なくありません。高野
豆腐は大豆から作られており、乳製品であるヨーグルトやバターを食べるこ
とができる人であれば、食べていただくことができます。 アジア人には乳
糖不耐症の人も多いですが、発酵食ヨーグルトなら問題なし。 スパイスを
効かせたヨーグルト味でマリネしておけば、注文を受けて焼くだけの手軽さ。
ターメリックには腐敗を防ぐ効果もあり、黄色が美しい料理になります。
日本の伝統食材高野豆腐の、ユニバーサルな味覚を楽しんでいただけたら嬉
しいです。

調理時のひと工夫

マリネ液に漬けて８時間ほど冷蔵庫に置いておけば準備OK。 あとは焼くだけ
です。 冷蔵庫の中で１週間程度は日持ちします。 高野豆腐二枚、マリネ液【無
糖プレーンヨーグルト 160g、玉ねぎすりおろし 大さじ１、にんにくすりおろ
し 小さじ２、生姜すりおろし 小さじ2、ガラムマサラ 小さじ1、ターメリック
パウダー小さじ１／２、塩 小さじ1、油 大さじ１、レモン汁 大さじ１】 、バ
ター 大さじ２、香菜 少々 作り方 １）高野豆腐をマリネ液に漬けて冷蔵庫で
８時間ほどおく。 ２）フライパンにバターを溶かし、１の両面をじっくり焼き、
香菜を飾る。

ベジタリアンもOK！
タンドーリ風高野豆腐

一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

世界中の人に食べていただきたいです。 日本選手にも、高野豆腐の新しい食べ
方としてお勧めします！ とくにベジタリアンの方々にはぜひ召し上がっていた
だきたいです。

アスリートへの応援メッセージ

暑い中、体調管理も大変だと思いますが、しっかり食べて自己最高のパ
フォーマンスをしてください！楽しみにしています。

DRYandPEACEさん 作品



コンセプトの実現／エピソード

夏バテ防止に酢をよく使います 疲労回復効果もあるので 同じ疲労回復効果
のある豚肉を使ったレシピを考案いたしました ぜひ選手の皆さんに食べて
疲労回復と夏バテ防止に一役買いたいと思います

調理時のひと工夫

酢の肉を柔らかくする効果を使いながら 酸味と匂いを抑える為に料理酒を加え
て 醤油の薫りとコクで食欲増進になるようにしました 【作り方】 1.豚肉肩
ロース(かたまり肉)250gに塩少々ふり 肉に塩が馴染むようすりこむ 2.キッ
コーマン丸大豆醤油100ml、 キッコーマン清酒風料理酒100ml、 酢100ml、
砂糖大さじ5を合わせ、1.の豚肉を 一晩漬け込む 3.200℃に予熱したオーブ
ンで25分焼く 4.豚肉をひっくり返して 180℃に温度を落としたオーブンで
15分焼く 5.漬け込んだ汁大さじ3と マンジョウ本みりん大さじ1と小さじ1
を煮たたせ、ソースを作る 6.焼けた豚肉を切り、5.で作ったソースをかければ
出来上がり

疲労回復、夏バテ防止
和風ろーすとぽーく

一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

陸上「桐生祥秀選手」「ケンブリッジ飛鳥選手」等陸上競技の皆さんに 屋外で
暑さとの闘いながらの競技だと思うので 疲労回復、夏バテ防止の和風ろーすと
ぽーくを食べてメダルを取ってほしい

アスリートへの応援メッセージ

疲労回復、夏バテ防止の和風ろーすとぽーくで 試合を乗りきって、メダル
取ってほしいです

小柳 加枝さん 作品



コンセプトの実現／エピソード

私の大好きなメニューです。 私もスポーツをやっていて、きつい練習の後
に疲れて食欲がなくてもこのメニューなら食べて元気が出ました！ 試合や
レースで疲れてても元気が出ます！ 是非楽しく食べていただきたいです！

調理時のひと工夫

疲労回復効果のある豚肉と、沢山の野菜を使ったことです。

頑張るんばビビンバ
一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

水泳：瀬戸大也選手 自分も水泳をやっていたので憧れの瀬戸選手に食べて欲し
いと思ったからです。

アスリートへの応援メッセージ

1人1人が悔いのないように全力を出し切ってください！ 応援してます！

N･Aさん 作品



コンセプトの実現／エピソード

さんが焼きとは南房総の郷土料理です。 アジのなめろうを大葉で包んで焼
いた料理です。そこに日本のソウルフード・おにぎりでひとつにしました。
僕の出身は東京都内ですが、南房総とはゆかりは特にありません。ですが今
年仕事で南房総の食材を使ったイベントをさせていただきました。現地に行
き、肉、魚、野菜などを食べたり料理をして思ったことは食材がパワフルだ
なと思いました。房総なので周りは海、そして山々、気持ち良い気候でのん
びりしてる中に芯があると思いました。 同行した方々に土地や歴史など勉
強出来ました。 これから南房総に関わって行きたい気持ちを込めてます。
そこで出会ったのが、さんが焼きです。 この料理を手軽に食べれたら思い
作りました。 料理は手軽、と言うのがポイントかと思います。海外のアス
リートの方々もいらっしゃるので箸など使わずに素手で食べれたらと思いま
した。

調理時のひと工夫

アジには良質なタンパク質が豊富で生姜、小ねぎには疲労回復。本来は入れな
いにんにくを少々、こちらはスタミナ増強を。 あとオリジナルでごま油で炒め
たクミンシードを入れてます。こちらは食欲増進期待できます。大葉にはカリ
ウムが含まれてるのでデトックス効果があります。 これにおにぎりを一緒にし
たらアスリートにぴったりなメニューになると思います。 材料 ◎アジ ◎生姜
たっぷり入れると食欲出ます！ ◎大葉 刻んだ大葉もタネにいれてあります ◎
すりごま ◎にんにく ◎小ねぎ ◎クミンシード ◎味噌 ◎醤油 ◎酒 味付けは少
し濃い目です。おにぎりによく合います。

南房総の郷土料理
さんが焼きのせおにぎり
たくさんの栄養素が詰まってます！

一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

卓球張本選手。 沢山たべて頑張っていただきたいです。

渡邊 晃さん 作品



コンセプトの実現／エピソード

調理師免許と食育インストラクター1級の資格を有する、東京2020企業派遣
ボランティアです。選手村で、特に海外のアスリートに日本の食文化に接し
て貰いたいという思いを抱き、日々精進しています。 私は江戸時代のベス
トセラー料理本と呼ばれる「豆腐百珍」に載っている伝統的なメニューを後
世に伝えることをライフワークの一つとしています。また新たに現代版豆腐
百珍レシピを編み出すことにも挑戦しています。 豆腐以外にも、味噌醤油
などの発酵食品や、山菜やコンニャクなど、海外にアピールしたい愛すべき
食材はたくさんあり迷いましたが、今回は初めて日本にいらっしゃる選手も
多いと思いますので、やはり豆腐を使った、取っ付きやすい和洋折衷なメ
ニューにしてみました。 カジュアルダイニングはまさに私が思い描く選手
村に設置したい施設です。カジュアルダイニング内には忙しいオリンピアン
がお土産に日本の食材を買えるコーナーも設置して、カジュアルダイニング
で供する日本食のレシピカードも置いて、各国のアスリートに自国に持って
帰って貰えたら、と思います。

調理時のひと工夫

炎天下でプレーした後の体にも受け付けやすいメニューを、と意識しました。
トマトの酸味にパイナップルの甘み、これをヨーグルトで和える場合マヨネー
ズや生クリームと合わせがちですが、豆腐を合わせることで脂肪分を抑えなが
らも大豆の旨味でコクが加わりました。ディルとオリーブオイルもポイント。
(実は白ワインのお供としてもオススメです^_^) <レシピ概要> 豆腐とヨーグ
ルトはそれぞれ水切りし(2〜3時間)、同量を合わせて混ぜる。塩をひとつまみ、
刻んだディル、7ミリ角に切ったパイナップル、一口大に切ったトマトを加え混
ぜ合わす。盛り付け後、バージンオリーブオイルを回しかけ、お好みで黒胡椒
を掛けて、出来上がり。

トマトの洋風白和え
〜豆腐を使った日本の伝統的調理法
「白和え」を海外の方にも食べやすく
洋風にアレンジした箸休めの一品〜

一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

テニスの大坂なおみ選手と錦織圭選手に食べて欲しいです。特になおみ選手は
私と名前が同じこともありいつも応援しています。お肉が好物だそうですが、
当該メニューも箸休めにぜひ食べて貰いたいです。そして大会での活躍と、可
愛いはにかんだ笑顔と、おもしろコメントを期待しています‼️

アスリートへの応援メッセージ

ニッポンの選手にはもちろん活躍して欲しいですが、世界各国のアスリート
たちにも、悔いなく100%の力を発揮して欲しいです。そのために私たちは
最高舞台を用意してあげたいです。張り詰めた試合会場から戻った選手村で、
リラックスして、自然や四季と調和した独自性ある日本食を食べて、好きに
なって貰えたら、これほど嬉しいことはありません。

渡辺 直美さん 作品



コンセプトの実現／エピソード

暑い夏。頭脳・技術・体力・気力を充分に発揮できるために、今日の疲れを
取り、本番に望んでほしい。 梅の成分のクエン酸、リンゴ酸で疲労回復、
カテキン酸で腸運動をアップする。 クエン酸のクエン酸サイクルにより
（簡単に言えば）疲れを取ってくれる回路が起動する。

調理時のひと工夫

猛暑の夏！身体の水分をやんわりと冷やす効果ありと言われる瓜類をはじめ、
夏野菜は必要。 ナスのナスニン、ポリフェノールは抗酸化作用があり、オクラ
のムチンは、たんぱく質の消化吸収を助けてくれる。 (みょうが、冬瓜も美味
しい） これらの夏野菜を、梅三杯酢（梅酢づけ）を加えて焼くと、照りもアッ
プし、食べやすくなる。 梅三杯酢は、手作りが一番ですが、市販の梅酢づけに
砂糖、塩をプラスしても、梅シロップにリンゴ酢、塩をプラスしたものでも
OK。 梅三杯酢の作り方 青梅1㎏を水に約3時間漬け、ザルに上げて水気をしっ
かり取り、ヘタを取る。 容器に砂糖９００g〜1㎏、粗塩２００g、リンゴ酢８
００㎖、米酢２００㎖を合わせてこの中に梅を入れ、蓋を少しゆるめ、一日に
一回は混ぜ合わせて、涼しい場所で1〜２か月置き、梅を取り出し、冷蔵庫で保
存する。 梅三杯酢をすし酢として使用しても美味しい。

鶏肉と夏野菜の梅三杯酢焼き
“梅のクエン酸で疲れをふっとばせ！！” 一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

女子バレーボール日本代表チーム 30年以上前、現在の女房がまだ彼女の頃、こ
れからの人生でズ〜と続けて行きたい事として挙げたのが、バレーボール（私
は浜松まつり）。 現在もバレーボール楽しんでおり、家族もしっかり応援して
いる！

アスリートへの応援メッセージ

女子バレーボール日本代表チームの皆様。 疲労回復の梅パワーで、一戦一
戦素敵なパフォーマンスを！！

神谷 信將さん 作品



コンセプトの実現／エピソード

ザンギは醤油ベースで下味を付け、カリッと揚げた北海道の鶏の唐揚げです。
それを消化吸収の良い鮭で作りました。学生時代、部活の仲間とレモンのは
ちみつ漬けを試合に持ち込んだことを想い出し、国産のレモンとはちみつで
ソースを作ってみました。選手の皆様がレモン香りでリラックスし、本領を
発揮して試合に臨み、疲労の回復がすばやくできますよう願っています！

調理時のひと工夫

筋肉疲労の回復に有効と言われている鮭や、さらに鮭の栄養の吸収を促進する
レモンを組み合わせてみました。食材は食べやすい一口大にカットし、ご飯に
もパンにも合う味付けにしています。

鮭ザンギの国産はちみつレモンソース
一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

バドミントン女子ダブルスのタカマツ（高橋礼華選手、松友美佐紀選手）ペア
です。 学生時代ダブルスを組んでいたので、粘り強く息の合ったタカマツペア
は憧れです。

アスリートへの応援メッセージ

晴れの舞台で力を存分に発揮して、素晴らしい試合ができますように願って
います！

久光 智美さん 作品



コンセプトの実現／エピソード

日本から海外へ輸出される水産物の中でホタテが上位である事を知りました。
本国へ帰国されても、日本食材に注目してくれたら嬉しいなと思います。ま
た帆立はタウリンを豊富に含み選手の疲労回復にぴったりです。日本の夏の
家庭料理の定番のとうもろこしご飯と組み合わせて、カジュアルご飯の定番、
おにぎりにしました。 帆立は縁起の良い食べ物ともされていますので、選
手の皆様の"勝ち飯"となれたらいいなと願っています。

調理時のひと工夫

疲労回復タウリンを含むホタテをふんだんに使い、開催時期の夏野菜とうもろ
こしを組み合わせました。日本のハーブとも呼ばれる大葉をアクセントにし、
見た目にも涼やかさを感じてもらえるようにしました。 だしとしょうゆ、酒、
塩と炊き込み、炊き上がりにバターを加え混ぜることで、カロリー消費の激し
い選手にもお腹持ちが良いように工夫しました。

タウリンで疲労回復！
ベビーホタテと
とうもろこしの炊き込みおにぎり☆

一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

イタリアからの選手団の皆様に食べて欲しいです！ 自身、これまでにイタリア
と深くつながってきました。是非私がイタリアで人々に優しくして頂いたよう
にオリンピックでは日本に訪れてくれるたくさんの外国人選手や観戦客のみな
さんに日本をたのしんでもらいたいです。

アスリートへの応援メッセージ

疲労回復おにぎりをパクッとたべて元気いっぱいご活躍ください！

濱村 紗衣さん 作品



コンセプトの実現／エピソード

茨城県と福島県の漁業の復興に少しでも役に立ちたい！と思い、地元北茨城
市とお隣いわき市の名産品の鮟鱇を使って、あんこう鍋以外で、手軽に食べ
られる日本のフィンガーフード的なつくねを作りました。鮟鱇にはこんな食
べ方もあると知っていただき、多くのアスリートの方々に鮟鱇の美味しさを
味わって欲しいです。

調理時のひと工夫

鮟鱇のみでなく、ミネラル・必須アミノ酸・タンパク質が豊富な高野豆腐を加
えて、栄養価をアップさせ、また食べ応えのボリュームも出しました。さらに、
米油で焼くことによりサクッと軽い口当たりの良い食感に仕上げました。ほん
のりにんにくが香る鮟鱇風味の甘辛味のつくねに卵黄を付けて食べると、笑み
がこぼれる美味しさです。

鮟鱇と高野豆腐の
うまみ栄養たっぷりつくね

一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

バドミントンの桃田選手福島にゆかりがあるので、ぜひ食べて欲しいです。

アスリートへの応援メッセージ

鮟鱇と高野豆腐のつくねを食べて、笑顔になって、最高のパフォーマンスを
魅せて下さい！

野村 みゆきさん 作品



コンセプトの実現／エピソード

20年前の沖縄ブーム時に、母が私の体力付けのために作ってくれたメ
ニューをアレンジしました。昔競泳をしていて、1回の練習で10キロ泳いだ
時もありましたが、空腹にならないように腹持ちの良いお米を良く主食とし
て食べていました。カロリーを沢山摂らなければならない競泳選手にはもち
ろん、暑さで体力が落ちやすい屋外競技の選手にも試して頂きたい一品です。
栄養バランスがとれている上に、食欲が増す香辛料を使っているので、疲れ
ている時でも最後まで美味しく食べられるワンプレート料理になると思いま
す。また、タコライスは元々メキシコのタコスがアメリカに伝わり、米軍を
通じて沖縄で出来たローカルフードで、今や県外でも人気のメニューとなっ
ています。外国から取り入れた食文化が融合して、日本独自のメニューに
なったユニークな食文化の一つとしても紹介できると思います。

調理時のひと工夫

今回日本の食材として、大豆・枝豆・味噌・醤油・お米を使っています。彩り
よくし、ビタミンを足すために枝豆と黄パプリカをトッピングしています。味
噌・醤油の日本の調味料により、旨味を増しています。栄養面でアピールでき
るのは、まず、チーズのカルシウムと必須アミノ酸が、試合後の選手の疲労回
復に効く、優秀な栄養補給食材になること。チリビーンズに使われている大
豆・豚肉も、筋肉を作る良質なたんぱく質になります。野菜もふんだんにつ
かっているので、ビタミンも豊富です。私も食欲が落ちているときに食べたく
なるようなスパイスの効いたメニューなので、同じように選手たちも、体力付
けに食べて頂けたら嬉しいです。

暑さに負けない！
食欲が増すヘルシータコライス

一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

競泳：瀬戸大也選手。私も昔バタフライと個人メドレーを中心に競っていたの
で、親近感があります。競泳：池愛里選手。リオにも出場していましたが、東
京オリンピックでも引き続き応援したいです！

アスリートへの応援メッセージ

日本の夏は暑いので、熱中症にならないかが心配ですが、ベストを尽くせる
ように応援したいです。また、ボランティアとして採用して頂けたら、陰な
がらしっかりサポートしたいと思います。

宮崎 えりかさん 作品



コンセプトの実現／エピソード

夏休みに友達のお家に遊びに行った時に作ってくれた冷汁。夏バテ気味で疲
れた体に食べやすくとても美味しかったので我が家でも夏の定番の一品にな
りました。真夏の過酷な暑さの中で戦う世界中のアスリートの皆さまに日本
食を通じて涼を感じていただき、暑さに負けず最大の力を発揮していただき
たいです。

調理時のひと工夫

和風顆粒だしと白ごまを気持ち多めに使うことで、かつおのお出汁とごまの香
ばしい風味をより一層強く感じることができ、また味噌の塩分を抑えることが
できます。豚の冷しゃぶで疲れた体の疲労回復と、夏野菜をふんだんに取り入
れて彩りも豊かに。茄子は素揚げしてから醤油＆みりん＆和風顆粒だしでひと
煮立ちして漬けました。トマトときゅうりはスライスして最後に茗荷を刻んで
香りづけするのがポイントです。栄養満点で見た目も食欲をそそります。最初
は白ご飯とお肉＆お野菜で、半分食べたらご飯に冷汁をかけてお茶漬け感覚で
さらさらと食べていただきたいです！

夏野菜と冷しゃぶの冷汁
一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

陸上の桐生選手。100m10秒の壁を越えて東京オリンピックで9秒台の記録に向
けて頑張ってほしいです。

N･Sさん 作品


